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新大阪ロータリークラブ

創立 昭和 60 年 5 月 8 日

http://www.shin-osakarc.jp
■ 事務局

〒532-0011 大阪市淀川区西中島5-5-15 新大阪ワシントンホテルプラザ
TEL:06-6305-1010／FAX:06-6301-2525／E-mail: shin-osaka.rc@blue.plala.or.jp
■ 例 会 毎週水曜日１２時３０分 新大阪ワシントンホテルプラザ(TEL:06-6303-8111)
■ 会長／生尾 雅美 幹事／久富 義郎 会報委員長／松川 雅典 会報副委員長／太田 雅裕
四つのテスト
言行はこれに照らしてから Ⅰ真実かどうか Ⅱみんなに公平か Ⅲ好意と友情を深めるか Ⅳみんなのためになるかどうか
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＊＊＊ 四つのテスト ＊＊＊

＊＊＊ ロータリーの目的 ＊＊＊
第１ 知り合いを広めることによって奉仕の機会とすること。

言行はこれに照らしてから

第２ 職業上の高い倫理基準を保ち､役立つ仕事はすべて

1. 『真実』かどうか

価値あるものと認識し､社会に奉仕する機会としてロー
タリアン各自の職業を高潔なものとすること。

2. みんなに『公平』か

第３ ロータリアン一人一人が､個人として､また事業及び社

3. 『好意』と『友情』を深めるか
4. みんなの『ため』になるかどうか

http://www.shin-osakarc.jp

会生活において､日々､奉仕の理念を実践すること。

第４ 奉仕の理念で結ばれた職業人が､世界的ネットワーク
を通じて､国際理解､親善、平和を推進すること。

http://www.shin-osakarc.jp
＜本日のプログラム＞
第 1410 回例会／2015 年 4 月 15 日
本日の世界の言葉
「バイラルラー Баярлалаа」
（モンゴル語）
標
語
「Light up Rotary」
「ロータリーに輝きを」

第 1409 回例会報告 （4 月 8 日）
■司会進行

SAA 山路会員

■唱

歌

SAA 村木会員

■来賓紹介

SAA 村木会員

大阪西ＲＣ

大塚 道夫 様

増強のための標語
「力を合わせて５０名 －奉仕の輪を広げよう」

唱

卓

歌

■出席者報告
第 1409 回例会

｢春夏秋冬｣
「花は咲く」 練習

会員数 32 名
出席数 24 名

SAA 山路会員
2015 年 4 月 8 日
出席率 87.50％
欠席 4 名

出席免除会員欠席数 4 名

話

第 1408 回例会（4/1）
メ－クアップ 1 名 修正出席率 93.75%
4/11 松本（正）会員

「記念式典に向けて」
吉田３０周年実行委員長
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「ロータリーに輝きを」
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新大阪ロータリークラブ
力を合わせて５０名―奉仕の輪を広げよう

■会長の時間

会長

生尾 雅美
2015.4.8

ニ コ ニ コ 箱

報

■SAA

告
松本（圭）会員

大石会員
谷口会員
久富会員

三島会員

３０周年、みんなで頑張ろう。
前回欠席のお詫び。
来期がすぐそこです。地区協議会、
ロータリーフェスティバル、台湾旅行。
忙しいＲＣです。元気でこなします。
今年もきれいな桜を見させていただ
きました。
本日の合計
今年度累計

昨日、朝９時前に南海電車のなんば駅から当社に電話
がありました。うちの女性社員が気を失って倒れたので、
救護室で休んでいます、との事でした。
その後、回復しないので救急車を呼んだと連絡があっ
たのですが、こちらとしては、安心できない病院なので、す
ぐに久富幹事に連絡して、最良の段取りで診察して頂きま
した。ありがとうございました。
色々社内で聞いてみると、彼女は朝ごはんは食べず、
昼は春雨程度、夜もそんなにしっかり食べないようです。
先日テレビで最近の若い女性の一日の摂取カロリーは
１８００～１９００キロカロリーぐらいで、戦後の食べるものが
無い時代よりも少ないそうです。
そりゃ栄養失調にもなりますね。
これからは社長の仕事の１つに、女性社員の栄養管理
もしなければならないようになるのでしょうか？
■災害復興Ｐ基金報告

４月 ８日

■幹事報告

19,000 円
1,171,835 円

幹事

久富 義郎

・６月９日（火）に淀輪会ゴルフコンペを、当クラブが主幹
にて行います。大勢のご参加をお願いします。申込書
を回覧しますのでご記入ください。
次年度幹事より
・４月１１日（土）に行われます地区協議会にご出席頂く、
委員長、委員長代理の皆様に、プログラムと名簿を再
度 配 布 しておきました。ご出 席 よろしくお願 い致 しま
す。

２，０００円

委

員

会

報

告

ポール・ハリス・フェロー ＢＯＸ
■公開卓話について

担当 大石 博雄 会員

谷口会員、久富会員、三島会員
本日の合計
今年度累計

米

山

ボ

3,000 円
141,000 円

ッ

ク

ス

谷口会員、久富会員
本日の合計
今年度累計
「ロータリーに輝きを」

４月２２日にオープン卓話を行います。今回はブラック企
業という悪いイメージが若者の間に流行していますが、相
変わらずそれらの企業は堂々と営業を続けています。それ
に対する概念としてのホワイト企業を作っていこうという声
があり、それをまとめ、推進しているのが今回の講師の江
本氏です。
ぜひ皆様もお仲間をお誘い会員増強からもご協力願い
ます。

2,000 円
143,000 円
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すり。駐車場のコーナーガードの見積もりや施工をされて
います。
取引先はゼネコン、金物屋や病院、老人施設に納めてお
ります。
泰年 会員の紹介」
植田 誠会員
大阪市平野区を拠点に札幌から鹿児島まで 11 営業所を
（３月２５日卓話分） 統括されています。

卓

①「菅本

話

8：00 出社 スケジュール確認
8：30 始業開始 朝礼 各部署のチェックまわり
10：00 報告関係の対応
13：00 営業や出張のため外出（取引先や営業所へ）
19：00 帰宅
19：30 犬の散歩
22：30 就寝
・3 年後は会社 60 周年記念事業 5 年後の企画を実施
・30 年後は息子に会社を譲る。
山路さんより
会員メンバーのみなさん、事務局の富田さん、未熟ですぐ
にテンパるこんな私をいつも
本日は菅本泰年さんの紹介です。約 2 年前までのサラリー 温かい目で見て指導してくださり有難うございます。
マン経験を経て現在は菅本泰株式会社の社長をされてお 何かお手伝いできれば何なりと申し付けてください。
ります。
業種は、賃貸業をされております。
本社は大阪市北区大淀中にあるメゾンインペリアル大淀。
関連会社に株式会社ビルディクス（管理会社）。座右の銘
は『為せばなる、為さねば成らぬ何事も』。
【主な一日】
7：00～9:00 出社 エントランス建物周りの掃除
空室(リフォームや退去時)のクリーニング
細かい事務処理 過去の書類の確認 入金確認 消
込等
各物件の見回り
～色々なことをして夕方になる～
19:00 週 3 回程、子供の塾送迎。19:00～21:30 塾
*子供の塾がない時や送迎が終わるとスポーツジムへ・・・
有酸素運動メイン。
【趣味が多く】
・スポーツジム ・バイクに乗ってツーリング ・茶道（表千家
投稿コーナー
松尾 寛 会友より
不審庵） ・音楽鑑賞
【これだけはみんなに・・・】
父の跡を継ぎバタバタしております。若輩者ですが、初心
を忘れずにいろいろと挑戦したいです。母をよろしくお願 会友とは？
い致します。
（最近になって 何故か気になりましたので、又 つまらな
い事を書いてみました）
②「山路 高純 会員の紹介」 菅本 泰年 会員
身分は にぎやかし友達 で良いと思います。が どの程
（４月８日卓話分）
度まで参加すれば良いのか が判りません。
本日は山路高純さんの紹介です。
もちろん お金や時間で会を辞めたわけでも無く 色々の
ご存知の通り、ワイエム工業株式会社の代表取締役社長 事情があったわけですが、全て 大昔の夢、僕にとって
をされております。
今が一番楽しい時です。しかし 辞めて判りました、 ロー
業種は建築金物資材製造 販売 施工業です。
タリークラブがこんなに有意義なところだったとは。
階段、廊下の手すりやノンスリップ、トイレブースの補助手 先日 腰痛がほとんど全快し 志賀高原でのスキーの楽し
「ロータリーに輝きを」
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かったこと 最高でした。夜 旨い八海山を飲み 宴会中
友が「松尾さんの友達って すごい人ばかりですね」の言
葉。ハッとして この前のロータリー健康家族の会で 露天
風呂につかり 話に花が咲いて好きなサウナも忘れ 話こ
んでしまった事を思い出しました。 内容が違うんです、
半分聞こえなくなった耳で 真剣に聞いてしまうのです、頭
がくりくり回るのです。
そうか これがスキー場で 友が言ってくれた事かと気づき
ました。
皆様も 色々お考えがあるのは判りますが、頭をくりくり回
して 見渡して下さい
すごい有意義な集まりの中にいることが判ります、是非 楽
しんで下さい。
僕も やはり 自分の為 ３０周年には 家内と一緒に参加
しょうと思っています。

本日のメニュー
～洋食～
100 万ドルミール

次週のプログラム

第 1411 回例会／2015 年 4 月 22 日
◆世界の言葉
「バイラルラー Баярлалаа」
（モンゴル語）
◆国歌斉唱 「君が代」
◆唱 歌
｢春夏秋冬｣
「花は咲く」
練習
◆卓

先ずは・・・ベジファースト
『淡路島産ワセのサラダ』
伝統の味に “一工夫”
淡路島の玉葱をふんだんに使った ビーフカレー
淡路島オニオンピクル酢

話
公開卓話
これからの「就職したい会社」
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower 他
「ホワイト企業という概念、その基準づくり」
・（C）ikoi・Miho´s house 他
について
風と樹と空とフリー素材 http://kaze-sora.com/他
株式会社プロシーズ取締役副社長
・ [素材大好き.com]http://www.sozaidaisuki.com 他
江本 亮 様
（例会終了１４時）

デセール リンゴシャーベットに苺を添えて
コーヒー

＊＊＊ エンブレムの囁き ＊＊＊
1. あなたは私を信用して頂いて結構です。
私は信用に値します。
2. 私の用意はできています。何時でも貴方
のために奉仕できます。
3. 私は、受ける以上のものを貴方に与えます。
私は人のために奉仕します。

予定表

月

日 曜日
予定
時間他
１３：３０～絵画クラブレッスン
４ １５ 水 第１４１０回 例会 「３０周年記念式典に向けて」
２２ 水 第１４１１回 例会 公開卓話 (内容未定)卓話１時間（１４時まで） １４：００～ ３０周年実行委員会
会員・家族１２名参加
２３ 木 ～２６日（日） 台北市中興ＲＣ２３周年記念式典参加ツアー
２９ 水 例会休会 昭和の日 第４６回健康家族の会「當麻寺・二上山」 松尾歯科医院集合（時間未定）
５ 火 第１４１２回 移動例会 ロータリーフェスティバルＩＮ中之島まつり パレード８：５０大阪市役所前集合
５
１３：３０～定例理事会
１３ 水 第１４１３回 例会 記念式典に向けて最終会議
イラスト提供： http://www42.tok2.com/home/mayflower・他
r・Art.Kaede Miho´s house 他

「ロータリーに輝きを」
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他ｂｌｕｅｄａｉｓｙ他

